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第１１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年１１月１９日（火） 

    開 会   午前１０時００分 

    閉 会   午前１０時５３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①主要事業（町民課所管）の進捗状況について 

  ②国民健康保険事業の国庫負担金等について 

  ③清里町交通安全指導員の任命について 

 ●産業課 

  ①緑温泉揚湯試験結果について 

  ②消費税率改正に伴う施設使用料等の変更について 

  ③消費税率改正に伴う清里焼酎卸価格の変更について 

  ④清里焼酎ブランドデザインについて   

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長       澤本 正弘    ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■町民生活Ｇ主査    梅村百合子    ■税務・収納Ｇ総括主査 永野  宏 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 それでは町民課の方から町からの協議報告事項について３点ございますけど、口頭説明もあり

ますけども、これについて１点ずつ説明願います。はい課長。 

 

○町民課長 

 町民課より報告事項についてご説明をさせていただきます。 

１点目の町民課所管の主要事業につきましては１１月１５日現在の進捗状況についてご報告を

させていただきたいと思います。 

２点目の国民健康保険事業の国庫負担金等につきましては新聞報道等にて御承知のことと存じ

ますが、会計検査院より国民健康保険事業における療養給付費負担金、財政調整交付金の全道的

な過大交付が指摘されてきたところでございます。現在までの経緯についてご説明をさせていた

だきます。 

３点目の清里町交通安全指導員の任命につきましては、後ほど口頭にてご説明ご報告をさせて

いただきます。それでは担当者より詳細につきまして御説明申し上げますのでよろしくお願いい

たします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは１の町民課所管の主要事業進捗状況について御説明いたします。まず、戸籍事務電算

化業務委託でございます。委託期間は平成２５年６月２２日から平成２７年１月３１日までとな

っております。業務内容ですけれども現在戸籍等のデータの作成及び戸籍システムの導入として

おりまして現在は戸籍データの作成をしておりまして進捗状況は９％となっております。 

次に清里町清掃センター長寿命化改修工事でございます。工期は平成２５年８月６日から平成

２５年１２月２０日となっておりまして、平成２９年度まで実施の長寿命化改修事業の５カ年計

画の１年目となります。工事内容ですけれどもゴミクレーンや煙突などの受入供給設備燃焼設備

通風設備電気計装設備となっております。現在は、受け入れ供給燃焼等の各設備の改修を実施し

ておりまして、進捗状況は６５％となっております。以上です。 

 

 



 

- 3 - 

○村島委員長 

 ただいま①につきまして説明ございましたが何かございませんか。よろしいですか。はい、そ

れでは続きまして、②国民健康保険につきまして説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは２番目、国民健康保険事業における国庫負担金との過大交付についてご説明を申し上

げます。国民健康保険医療費の関係でございますけれども国、都道府県から交付を受けるものに

つきましては、療養給付費の負担金及び財政調整交付金という２つがございます。これにみなさ

まからいただいております保険税を合わせましていわゆる窓口負担以外の７割相当と言う形で給

付をさせてもらっている保険料負担分でございます。その他年齢に応じまして、それぞれ窓口負

担では２割または３割という形を合わせたのが全体のこの保険の医療費という形で、それぞれ給

付を行っているところございます。これ財源負担の関係でございますけれども、窓口負担みなさ

まが病院等でお支払いただく２割３割相当になる部分でございますが、こちらに対しまして、こ

の窓口負担を軽減する自治体独自の事業は、地方単独事業という形で国の方では定義されるもの

があります。清里町でも乳幼児の医療給付事業、重度ひとり親等要するに１割負担を軽減する事

業を町単独で行ってございます。 

こちらが行われることに起因した状況になりますけれども、国としましては間接的ではありま

すけれども窓口負担を軽減するということは、ともすれば医療機会が増えていくと、つまりは公

費負担７割分の医療費がふえる可能性があるといった要因の意味合いからいわゆる７割負担の国

からの負担金、それから調整交付金につきまして一定の減額率を設けられてしまうということで

ございます。 

昨年まで乳幼児医療の関係でもちょっと一旦御説明で触れさせてもらった経過もありますが、

町税というものが求められておりまして、マイナス要因ということになっているこの係数ですけ

れども北海道が一律北海道の市町村いわゆる保険者に対しまして用いていた算定式において厚生

労働省の求める数式との間に相違が見られておりました。この関係が今回会計検査院の指摘とな

ったところでございます。 

検査の経過につきましてはお手元にもありますけれども、２２年の６月に検査が始まりまして、

対象年度は平成１８年度から２１年度の４カ年と言うことで全道調査が行われてございます。そ

の結果、税率の統制率の算定に置きまして北海道が各所で掲示したものと、相違があったという

ことにより、その対象町村として清里町もなっているという状況でございます。調査が２２年度

に入った関係から２２年度以降の算定式には改善がなされまして、それ以降の分についてはそう

いった影響がないということがまずあります。ただ調査期間の分につきましては、対象というこ

とになっておりますので、今後返還の対象という形になっているところで経過が進んでいるとい

うところでございます。制度の若干の説明と経過を以上で説明を終わります。 

 

○町民課長 

 今担当の方から会計検査の経緯について御説明があったと思います。今後のスケジュールでご

ざいますが、下段の方に記載のとおりスケジュールにつきましては明年の１月に、国庫負担金等

の返還額が確定されるという形になっています。その後、３月下旬までに返還金の納付というス

ケジュールで今後動いてくるというふうに考えてございます。つきましては返還金確定後の３月
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に補正をしてまいりたいというふうに考えてございますのでご理解を賜りたいと思います。なお

返還金につきましては現在１１７万円を見込んでいるところでございます。 

先ほど担当の方から御説明があったとおり平成１６年度に、北海道の方から積算に当たる資料

という形で全道的に提示されているところでございます。それに基づきまして、各市町村で国の

負担金等々を請求してきたところでございますが今般、会計検査院の方から指摘を受けまして、

その分につきましての返還ということでなってございますのでご理解をいただきたいと存じま

す。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま②の国民健康保険事業の国庫負担金等について説明がございました。何かご意見ござ

いませんか。ありませんか。 

 

○町民課長 

 返還につきましては平成１８年から１８、１９、２０、２１と４年間で１１７万円というふう

に考えてございます。件数というよりも算定の中で要するに療養給付金がどのくらいかかったと

か、そういう形で算定されていますんで、件数等についてはちょっと、今の所不明でございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

 

○前中委員 

 ちょっと返還交付金に関して利子というか、金利というのはあるんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。どうぞ。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 利子と言いますか、基本的には算定された分での返還ということになっていますので利子と言

う形で求められてないということでお考えいただいてよろしいかと。５カ年遡及が最大というこ

とで、今回の調査対象が４カ年分ということでございます。 

 

○村島委員長 

 他に。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 今聞く限りに、ただ国の落ち度でしょ。すでにもう執行されちゃっているような部分で、それ

に対する返還を求めるなんて、落ち度を今なってそういう感じで、これはみんなに言ったってし

ょうがない部分だと思いますけど、言わばその首長とかそういう段階の中でまずは落ち度のない

ような形で算定だとかそういうものを取り組んでいただきたいのと、既に執行された部分でうち

も大した額ではないですけど、大きな町になると相当額になるじゃないかなと思うんですけど、
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そこら辺の部分って言うのは当然国に対して言っていく様な部分って必要じゃないかなと思うん

ですけど、どうでしょうね。 

 

○町民課長 

 今回の会計検査院の指摘は国でなく、北海道が要するに各市町村に掲示していた算定の仕方が、

国の考え方と相違があったということですんで、国というよりも、私に言わせると北海道の算定

の提示の仕方がまずかったんじゃないのかなというふうに思っております。 

それにつきましても道の方にも私共の方からも色んな意味で適正にしていただきたいというお

話をさせていただいていきます。それと新聞報道でいきますと札幌分だけで約２億というような

数字も出てきているというふうに報道がされております。うちの方は１１７万という数字ではご

ざいますが、適正にやっぱり会計検査院から指摘を受けておりますので、返還を通してまいりた

いと考えております。 

 

○勝又委員 

 はい、わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。はい。 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして、③の交通安全指導員の任命について説明願います。 

 

○町民課長 

 交通安全指導員の任命につきまして口頭ではございますがご報告をさせていただきます。交通

安全指導員につきましては２年任期で町長が任命することになってございます。 

今回、１０月３１日をもちまして、任期となりまして、片岡保弘さん、伊藤美佐子さんが勇退

されてきたところでございます。後任には新町在住の元農協のＯＢでございます成戸秀幸さん、

それと羽衣町第１在住の上本直見さんが新任され、またの安全指導員の皆さんにつきましては再

任という形でなってございます。また、交通安全指導員委員会部長につきましては柏倉守さん、

清里地区の副部長につきましては二杉好郎さんが就任をしてございます。なお交通安全指導委員

会部会部長の交代によりまして清里町交通安全防犯協会及び清里町交通安全防犯青少年育成推進

委員会の、役員の選任につきましても現在事務的に進めさせていただいているところでございま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。今後も交通安全指導員１０名及び関係機関と連携をとり

ながら交通安全等に努めて参りたいと存じますのでよろしくお願いをいたしたいと存じます。以

上で説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただいま、交通安全指導員の任命について説明ございましたが何かございませんか。それでは

これで終わります。町民課ご苦労様でした。 
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○村島委員長 

 それでは引続き、産業課４点ございますけども１点ずつ説明お願いします。 

 

○産業課長 

 産業課案件４件について、今回報告しご協議をいただきます。１点目は緑温泉の湯量が減って

きたことに伴いまして用途試験を行いました。その結果に基づく今後の進め方等について御報告

をいたします。 

２点目、３点目は消費税の増税に伴います指定管理者施設、また清里焼酎の価格変更について。 

４点目、清里焼酎ブランドデザインについて口頭で説明させていただきます。それぞれ担当よ

り御説明いたしますのでよろしくご協議お願いいたします 

 

○村島委員長 

 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 緑温泉用途試験結果について御報告を申し上げます。２ページ目をお開き願います。緑温泉の

用途量温泉の汲上量になりますが、近年１分間当たりの汲上量が減少してきているところから、

今後の参考資料として、本年用途試験をしたところであります。緑温泉につきましては平成９年

度に温泉掘削を行い、掘削当初毎分３３０リットルの用途量で使用許可、汲上量が毎分３００リ

ットルの許可でしたが１年間休まずに営業し、継続的に汲上を行ってきた結果、温泉汲上量が、

毎分１７０リットル程度まで低下が見られている状況にあります。 

温泉量は１、今後の対応策についてに記載のとおり２００リットルは、汲上量確保ができると

の回答をいただいておりますが、年々右肩下がりに水位低下が顕著であり受注業者からＡ案から

Ｄ案までの回答が出ております。 

Ａ案につきましては、動力ポンプを現在のポンプから汲上量容量を大きくする案であり、工事

費が発生することはもとより資源保護には逆行する案という回答になっております。Ｂ案につき

ましては、源泉かけ流しと湯温確保のため消音ボイラーで、加熱する旧パパスランド方式であり

ランニングコストが発生するような形となっております。Ｃ案につきましては、温泉汲上時間を

調整し、現状のまま休ませながら、使用する案でございます。Ｄ案につきましては、別に、井戸

を掘削する案となっております。 

このことを踏まえ、福祉風呂及び地域の風呂として利用人数等を勘案し、Ｃ案を選択し、営業

を現在している状況にあります。今までは２４時間、人間で例えると全力疾走をしていた状況で

現在は営業を終了後、ポンプを止めて少しでも温泉を休ませる方式にしております。なぜ２４時

間汲上げていたかということになりますが、露天風呂及び浴槽の温度を確保するために温度低下

を防ぐ目的で実施してきました。温泉には過酷な状況であったものと考えます。 

緑温泉の今後につきましては、水位の低下を今後も観察し、場合によっては、定休日を設定す

る等の策を設定することが施設の延命化にかかってまいりますので、今以上に水位低下が見られ

た場合、本常任委員会に報告し定休日の設定等を決めていきたいと存じますのでご理解をお願い

いたします。以上で終わります。 
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○村島委員長 

 はい。只今緑温泉のことについて説明ございましたが何かございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 この緑温泉の用途試験と言うのは当初年度初めの当初予算で組まれていた事業なんですけど、

実際かかった経費と言うのはわかりますか。 

 

○村島委員長 

 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ちょっと今資料持って来ていないんですけど２４０万程度だったと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員 

 

○池下委員 

 これ私ちょっと資料見たら当初予算で４６９万の予算ということは約５０％金額上がったとい

うことは、余ったから返すというふうに捉えていいですか。 

 

○産業課長 

 今主幹が申し上げました２４０と言う数字はちょっと資料を持って来ていませんので、間違っ

ていたら困りますので今資料を取りにまいります。不要額生じた場合の関係については当然余っ

たお金を他の方に使うと、言うことではなくて最終的に不用額で減額をさせてちょっと総額の経

費につきましては今資料をお持ちしますので、少々お待ち願いたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に何かございませんか。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これＣ案ということで、今後進んでいくと言う関係の中で、冬期間の露天風呂なんかは早急に

そういう環境にしていくのか何時頃どういう環境にしていこうかという方策にされていくのか、

あるいはその緑との地域の実際に利用している地域の人方との話し合い環境についても現段階、

今からも進めようとしているのか。その辺どういうような状態で今後のスケジュールを捉えてい

るのか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○産業課長 

 調査結果に基づいては、２００リットル位は汲み上げ可能と現在１８０リットル位で汲み上げ

をしながら営業をしております。今後につきましても今野呂田が説明した通り、１７０から１８

０リットルで進めていきたい。基本的には現在のやり方とくみ上げ量には変わりはございません。 

ただ井戸を永く保護するために、現在は２４時間フル回転しているんですけども営業時間の終

わった午後１０時から朝の６時位まではポンプを止めて汲み上げていく方法をとることで、井戸

の延命を図っていきたい言う考え方をしております。この場合、障害となるのが夜休ませること

によって井戸は延命するんですが、風呂の浴槽の部分が特に冬の間は冷えてしまいますので、午

前６時から水を汲み上げて１０時とか１１時のオープンの時に一定の温度に保てるかどうかとい

うような部分が懸念されるところでございます。特に露天風呂についてはそれが懸念されるとこ

ろでございますが、実際に今年やって見ながら温度が余りにも上がらないっていう場合、今度休

ませる時間をポンプの休めさせる時間を少し短くするとかをしながら、できるだけ定休日とかは

設けないで、今の汲み上げ量でやっていける方法を探っていきながら、どうしてもできないとい

う場合については、ただいまの野呂田が説明したことも含めて今後検討していくということでご

ざいますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 先ほど池下議員からの御質問ありました委託料の関係ですけども、大変申しわけありません、

私の頭の中の勘違いで４４１万円が業務委託料の価格となっております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

○前中委員 

 緑の湯、源泉かけ流しで今までずっと２４時間稼働していたという話なんですけど、これから

時間を考慮した中で延命と言う形で捉える、仮にある程度の湯温の減少に応じてスイッチが入る

とか入らないというそういう施策は１案としてなかったのかどうか、今の説明であると夜中の稼

働に用水を全て止めるということで、説明あったんですけども、そのようになるとデメリットと

して温泉の温度が下がるって話だったんですけど、ある程度の温度の減少の幅では入るだとか、

そういう話検討はなされたのかどうかでちょっと確認しておきたい。 

 

○産業課長 

 インバータ方式と言いまして、水槽のお湯がある程度下がってきたら自然にポンプが回って汲

み上げる。一定の量まで一気にくみ上げるというやり方です。インバータ方式の場合、緑の湯は、

一定のラインよりも少ししか湯温ございませんので水槽の水が下がったときに、一気に汲み上げ

るとブザーが鳴るところの警戒値までいってしますと言う状況です。ですからインバータ方式と

言うのはいいんですけども緑の温泉源についてはインバータ方式を使うと一気に汲み上げる時間
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でブザーがなる可能性がありますので１７０から１８０リットルのお湯を常時汲み上げると。そ

して夜は休ませるというやり方の方式を採用します。ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 今の課長の説明は水量をインバータ対応するんですね。僕は温度として感知する方向も考えら

れたんじゃないかなっていうことで、今どうなるかなと。インバータ対応はあくまでも湯量に応

じて一気に汲み上げるという方式なんですけども。 

 

○産業課長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 緑の温泉は最大汲み上げた時の最高温度が今４４度位です。ですから今１８０位で汲んでいま

すので、４４度よりも若干低い温度で今上がってきております４３．７とか８ですから、冬場の

寒い時に高い温度で汲み上げて早く暖めるとかいうことは、４４より高く出ませんのでなかなか

調整幅が凄く狭いということ風呂の温度が４２度とか必要なところで４４度しかMaxないために

インバータ方式での温度調整というのは幅が凄く狭いという状況にあることがご理解いただきた

い。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 今回この調査の部分が出てきたんですけど、今年春だったかい、一時枯渇して出なかったです

よね。今後もそういう実態はこれ、地下のことだから何ともこれ判断のしようがないのかわかん

ないけど、今回の調査の中で、これらの条件をクリアすれば何とか温泉の関係の部分では汲んで

いく部分でなっていくという業者の見解できちっと答えをいただいているのか。そこら辺聞きた

い。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今回用途試験を始めるにあたりましては北海道の地下資源調査所の専門方の御意見もいただい

ております。その時ではポンプの目詰まりが起きて湯量が汲み上げられてないのではないかとい

うことも考えられるし、１０数年たって井戸の水がめが枯渇して小さくなってきていることも考

えられると。ポンプの目詰まり等であればポンプを入れかえるとか修繕することで改善出来るけ
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ども、水がめが小さくなっているんであれば、安易に大きなポンプを入れて、汲み上げることは

できないという様なことを今回調査した結果、どうもポンプの目詰まりとかではなくて水がめ自

体が小さくなってきているんではないかと言う結果に基づいて、このような報告になってきてお

ります。ＡＢＣＤ、あるんですが、今回はそういう様な中でＣ案が一番最良な方向ではないかと

いうことで実施して参りますが、Ｃ案で温度がどうしても保てられないということになれば、他

のＡＢＤ提案を検討していくことに今後なろうかとその様に思っていることでございます。 

 

○村島委員長 

 はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 水がめがってなったら、もうはっきりＤ案で掘った方が良くなっちゃうな気がする。最終的に、

色んな改善策しても結局は駄目でしたとなっても掘った方が安かったわってことになるんじゃな

いかと。そこら辺ちょっと懸念する部分。 

 

○村島委員長 

 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今勝又委員言われた通り、地下の事ですのでどうなるかというのは難しいよと、ただ専門

家の御意見を聞きますと温泉を休ませるということが水位をまた戻すというところがありますの

で今のところはお金をかけないような状況で施設を少しでも長く持って行くっていう形を取りた

いんですが、これが１０年２０年した時にもしかすると、もともと３００汲んでいたのが、今１

７０ですので、また下がっていく場合がありますんで、そのときは施設を継続的に行うのであれ

ば井戸のポンプを大きな容量にするかどうか、今後の検討材料になってくるのかなというふうに

考えております。 

 

○勝又委員 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。なければ終わりますよ。次に②の消費税改正について

これ説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 消費税改正に係る使用料金の改正について御説明をいたします。３ページ目をお開き願います。

今回の使用料金の改正につきましては、産業課所管の指定管理業務委託をしている施設の消費税

法改正に伴う改定になります。基本的な考え方につきましては、総務課より御報告があったかと

思われますので、個別の設定金額についてご説明いたします。緑清荘につきましては農山漁村体

験施設設置条例に基づく宿泊料の改定であり大人宿泊料現行１泊５千６１０円の内税から５千２
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００円の税別にするものであります。算出根拠でありますが、３ページ下にあります改定各法案、

算出根拠にて説明いたします。現行の５千６１０円より入湯税の１５０円を引き消費税額、１．

０５で除し、税抜き単価を積算すると５千２００円になりますが、それに今回の消費税率１．０

８を乗し、入湯税１５０円を加算し、１０円未満切り捨てとして５千７６０円としていく考えで、

ございます。子ども料金につきましては入湯税非課税となっておりますので、入湯税の項目を除

き大人料金の算出方法と同じであり４千５９０円の税込から４千３７２円の税別としておりま

す。研修室及び研修室にかかれる加算料金につきましても同様の計算方法により２千５５０円の

内税から２千４２９円の外税方式に変更し、１０円未満切り捨て２千６２０円、１千８０円の設

定金額としております。 

次に、４ページ目につきましては、緑清荘条例に係る料金改定案であり、基本的な考え方は農

山漁村体験施設設置条例と同じ算出方法で試算しておりますので説明を省略させていただきま

す。 

次に、５ページの真ん中より下にあります入湯料についてご説明いたします。入湯料につきま

しても３８０円の内税方式ですので１．０５で除し、消費税抜き価格の３６２円に消費税改定後

１．０８を乗し、３９０．９６円となりますので１０円未満切捨てし、３９０円の設定となり１

０円の値上げとなります。子ども料金につきましては、同様の計算方式方法で試算した結果、２

００円の変更がないようになり回数券につきましては３９０円、２００円の１０倍の金額という

ことで条例を変更していきます。なお本入湯料につきましてはパパスランド、緑の湯についても

同様に改定をしてまいりたいと考えております。 

なお、本条例に定める宿泊料は１泊食事なしの上限でありますことをご理解お願いいたします。

次に６ページ、斜里岳山小屋設置条例について御説明いたします。考え方は緑清荘宿泊と同じ考

えで内税方式を外税方式に変更し１０円未満、切り捨てとしておりますので説明は省略させてい

ただきます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま消費税改正についての説明がございました。何かございませんか。 

 

○前中委員 

 細かい話で恐縮なんですけど切り捨て処理ですよね。１円未満切り上げでなくて切り捨てって

いうことで良いんですね。 

 

○村島委員長 

 野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今回消費税の改定ということでありますので５％から８％、３％分上がるという形で切り上げ

してしまうとその３％を超えてしまう部分も発生する場合がございますので、最終的に切り捨て

を行っているような形となっておりますので御理解いただきたいと思います。 
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○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 よく消費税の中で問題になる切り捨て、切り上げ。例えば細かい話ですけど、コンビニでレシ

ート見たらわかると思うんですけども、すべて単価しかなくて、その時々の外税方式になった時

に切り捨て方式というふうなっていると、事業者の中にその切り捨て分が入っている格好になる

んですね。９６銭全部切り捨てしていくと、徴収できない。細かい話なんですけど、公共施設で

はどうなのかなという。本当に細かい話なんだけど、その辺当町は切り捨てするということで進

めるっていうことで確認の意味で。 

 

○村島委員長 

 委員長。野呂田君。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今消費税の端数と関係につきましては事業者の方で切り上げ切り捨ては判断できるような形に

なっておりますが、今回私どもの方で提案させていただく部分では、切り捨て方式ということで

町の方の統一的な見解を持って行っていきたいなという考えでおりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○村島委員長 

 他に、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば、今指定管理でされている色んな部署の関係で業務委託を払っていない

ところ、払っているところもすべて委託料の関係の計算というのが、同時に発生がされてくると。

そういう環境の中で、緑清荘についてはゼロという状態でいってはますが、消費税の導入後計算

細分化されていった時に、今の切り捨てで行ったときに、果たしてその委託料の発生が出てこな

いのか。そのときに矛盾が出てこないのかっていう部分が１つありますのと、そのパパスの関係

にしても、同じようにその費用の部分、その部分での切り捨てってことになってかない、その見

直しがなされていくようなことになっていくとすれば、これまた果たしてどうなのかなというふ

うになってきますんでその辺の見解を含めた中で今回の措置でいいというふうな判断をされたと

いうことで理解してよろしいですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 只今加藤議員は言われたように、緑清荘につきまして委託料の発生がないということで、もし

も３％上がる部分で改定しなければ、まるきり緑清荘の方にかかってしまう部分がありましたの

で、今回、改定の御説明をさせていただいたような形にはなっておりますし、端数切り捨てした

分でいけば緑清荘さんの方でどうなんだという分もありますが、消費税自体でいただいた分に対

して国の方に納めていくっていう形になりますんで、問題はそんなに生じてこないのかなと考え
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ております。またパパスランド、緑の湯につきましては言われたとおり委託料を温泉部分等払っ

ておりますので、そこの部分につきましては試算の計算で、委託料の方を減額するだとか実行事

項というか、歳入の方が、その分入ってくる形になりますんで今後、平成２６年度予算を算出の

ときにはそれらも含めた中で試算をしていかなければいけないのかなというに考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 当然その様になるんだと思うんですが、切捨てをしていくと、今度予算を見るときに、この部

分はやむを得ないとこうなるとちょっと非常にバランスの部分というか全体の部分であるんで、

その辺十分な協議がなされていかないと。貰う部分って言うか売上の部分に関しては下げちゃっ

たけども費用の部分については、それぞれの部分では上げる場合も出てくるその差というのは、

緑清荘にしてもその分ご理解を得ましたって言いますが、かかるすべての経費についても３％上

がるわけですからそういうものをトータルして行った時に、当然のようにゼロでという部分のこ

まい話は良いですけど、その辺を十分に検討されて本当に切り捨てで良かったんですかっていう。

その辺も含めて今度実際に委託費用出していくときに大丈夫ですか。同じように事業者に向かっ

てそのことの中で１つの一定の基準のもとに、今言ったような基準のもとに進めていくことがで

きるんですか。この確認だけしておきたい。 

 

○産業課長 

 今回の消費税増税に伴う条例などの基本となる額を定めるにあたって切り捨てするか、四捨五

入とか切り上げとか色んなパターンがあろうかと思うんですが、町としては３％上がって８％に

なるんですが切り上げすることによって８％以上にわずかですけどなる可能性が出てきますので

８％以内にするということで全て切り捨てと言うことで今回基本となる数値については処理をし

ているところでございます。 

今後パパスさんやいろんなところは当然今度、物を販売する時に切り捨てでするか、切り上げ

でするか、四捨五入するか事業者さんの判断に考えられます。町としては、今回は統一してと言

うことで説明しておりますのでご理解いただきたい 

 

○村島委員長 

 他に、よろしいですか。いいです。それでは②終わります。続きまして③の同じ消費税につい

ての焼酎について説明願います。 

 

○産業課長 

 はい、委員長。 

 

○村島委員長 

 課長 
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○産業課長 

 消費税の改定に伴います清里焼酎卸売価格の変更につきまして、７ページでご説明いたします

のでお開きを願います。清里焼酎の卸価格につきましても法の改正並びに町の統一した考え方の

もとで変更を予定しているものでございまして、１番の税率の変更に伴う実施時期につきまして

は平成２６年４月１日からを予定しているものであり、２番の改正税率につきましては８％する

ものであり、現行の５％に比較して３％引き上げを図るものでございます。引き上げすることに

よりまして清里焼酎の主な焼酎の価格でございますが、浪漫倶楽部７２０ミリリットルにつきま

しては右側で三ついきますが、メーカーの卸価格基本価格は７９０円対しまして、現在５％の消

費税を加えることで、現行価格８３０円で卸しているところでございますが、これが８％に引き

上げることで８５３円に２３円の引き上げがなされるものでございます。この引き上げによりま

して卸売価格については、２７円の引き上げ小売希望価格については現行の１千１９０円が１千

２２０円となり、３０円引き上げとなるものでございます。同様に北緯４４度につきましては小

売希望額で８０円清里セレクションにおきましては１２０円の引き上げとなります。清里の水に

つきましては端数の整理で現行通り１００円で変更しないものでございます。以上清里焼酎卸価

格の変更についての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま焼酎の税率改正について説明ありました。この点について何かございませんか。なけ

れば、続きまして④の清里焼酎ブランドデザインについてお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

清里焼酎ブランドデザインについて口頭で説明をさせていただきます。清里焼酎ブランドデザ

インの最終報告会につきましては去る１１月１７日にプラネットで開催され、江戸川大学鈴木教

授他、デザイナーの皆様が御来場し報告を受けたところでございます。 

昨年の１０月に清里焼酎の総合的なデザインを依頼してから、３月・８月の２回の中間報告会

を経て町民から寄せられたアンケートなどの御意見に基づきボトル等の改善がなされて、今回最

終提案がされております。 

提案された内容につきましてはこの後開催を要請されており２８日に予定されている議会常任

委員会に提案をし、町の考え方、今後の進め方スケジュールなどについてご報告をしてまいりた

いと思っておりますのでご報告をいたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 只今④につきまして説明がありました。口頭でありますが何かございませんか。良いですか。

これにつきましては今課長からもお話ありましたように２８日の日に常任委員会を開催しますの

で、この時にまた出てくると思いますのでご審議願いたいと思います。よろしいですか。はい。

それでは、産業課これで終わります。ご苦労様でした。 
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○村島委員長 

 それでは②について次回委員会開催は。 

 

○議会事務局長 

 先ほどご報告ありました通り、１１月２８日木曜日に予定しております。 

 

○村島委員長 

 次回の開催先ほど申し上げましたように１１月２８日、木曜日開催されます。③その他 

 

○議会事務局長 

 委員会終了後におきましてパパスの横にあります町民活動施設の方に。 

 

○村島委員長 

 わかりました。 

 

○議会事務局長 

 終わり次第ということで。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１１回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時５３分） 

 


